
̶
シニアセミナー  ゆるっと若返り！シニアヨガ
6／30［金］ 10:00-11:30
心身をリラックスさせ、身体を整える。
対象：市内在住・在勤の方
定員：30名 *定員を超えた場合は
抽選　費用：300円　申込：6／15
［木］までにHP・電話・窓口

渋谷学習センター ＞＞＞ 046-267-2027
̶
江戸楽アカデミー第3弾！幕末、明治維新の
幕臣たち～彼らは敗者なのか？～［全4回］

5／19、6／2・23・30［金］ 14:00-16:00
激動の幕末を、徳川幕府のために戦った幕臣
たちの視点から分かりやすく、熱く解説します。
対象：18歳以上の市内在住・在勤・在学の
方優先　定員：先着60名　
費用：各回1,000円（4回通しで3,000円）
申込：4／19［水］10時～ 電話・窓口
̶
子ども科学講座  
体験しよう♪科学っておもしろい！  

①理科実験コース［全2回］ 
5／27［土］、6／24［土］ 14:00-16:00
電気と磁気・化学反応の実験。
②理科工作コース［全2回］

7／25［火］、8／26［土］ 14:00-16:00
紙製の竹トンボや空気砲の工作。（予定）
*コアネットの先生たちが、やさしく教えてくれま
す。原理を知って、科学をたのしみましょう！
対象：市内在住・在学の小学3～6年生
定員：①先着25名  ①先着30名 

費用：各回300円（各コース全2回）
申込：4／9［日］10時～ 電話・窓口 *両コースの
申込不可
̶
キッズ向けワークショップ  砂絵を描こう！
［全2回］①6／3［土］14:00-15:00   ②6／17
［土］14:00-15:30 
色砂を使って絵を完成させます。砂絵はに
おいもせず、服や手が汚れることもありま
せん。楽しいワークショップです。
対象：市内在住・在学の小学3～6年生
定員：先着10名  費用：各回500円（材料費込）
申込：5／12［金］10時～ 電話・窓口

＋クラフト雑貨材料費2回分）
申込：HP・電話 3／21［火］10時～4／12［水］
17時、窓口 4／11［火］10時～4／12［水］17時
̶
ジャポニスム的西洋絵画～浮世絵に魅了
された画家たち［全５回］
5／22・29、6／12・19・26［月］ 13:30-15:00
19世紀後半、浮世絵や陶器の絵柄から日
本独特の構図・色彩構成に影響を受けて
ムーブメントになった「ジャポニスム」とは！
対象：市内在住・在勤・在学の方
定員：30名 *定員を超えた場合は抽選
費用：2,000円（学生1,000円）　申込：HP・電
話・窓口 4／16［日］10時～5／10［水］17時

市民交流拠点ポラリス ＞＞＞ 046-274-4361
̶
健康講座 たのしく続けよう！ポラリス健康体操
5／11・25［木］ 9:15-10:15
いすに座っての体操。
定員：先着50名  費用：無料  申込：不要 *一部
チラシ等でお知らせしていた日程と変更になっています
̶
あそび塾Ⅱ
5／20［土］ 10:00-12:00  
親子や小学生ができる工作やあそび。
対象：未就学児と保護者・小学生
定員：先着10名程度　費用：無料　申込：不要
̶
ポラリス放課後ルーム
4／12、5／10、6／14［水］ 15:30-17:00
簡単な工作やあそびをして放課後を一緒に
過ごそう。
対象：小学生　定員：先着10名程度
費用：無料　申込：不要

桜丘学習センター ＞＞＞ 046-269-0411
̶
みんなあつまれ！ちぇりるんのおはなし会
4／5、5／10、6／7［水］ 10:30-11:00
絵本の読み聞かせや紙芝居、手遊びや本の
紹介。
対象：市内在住・在勤の4歳くらいまでの親子
定員：先着5組　費用：無料
申込：開催1週間前の水曜日

10時～ HP・電話・窓口

講座  2023.4-6
掲載されている講座は、期間中に開催され
るものの一部です。各講座の詳細は、各館
窓口までお問い合わせください。申込不要
の講座は、当日直接会場へお越しください。

生涯学習センター ＞＞＞ 046-261-0491
̶
畳縁（たたみべり）クラフト［全５回］
4／12、5／10、6／14、7／12、8／9［水］ 
10:00-12:00
畳のヘリを使って、3種のバッグをつくります。
対象：市内在住・在勤の方　定員：先着12名
費用：7,000円（全5回分）　申込：電話・窓口
̶
子育て応援！オンライン講座
①4／20［木］ 　②5／25［木］　③6／15［木］
10:30-11:30
①お疲れリフレッシュ！ほっとハンドマッサー
ジ　②親子スキンシップとぐっすりまんまる
抱っこ　③みんなで話そう  我が子にぴっ
たりな保育園・幼稚園との出会いかた
*ご自宅からオンライン会議システムを使用して
参加していただきます
対象：乳幼児とその保護者　
定員：先着10組程度　費用：無料
申込：前月の講座終了後（12時頃）

から電話・窓口 *HPからも可

つきみ野学習センター ＞＞＞ 046-275-0088
̶
日々是、園芸のススメ～学ぶ！ダンボール
コンポスト×循環型園芸［全6回］

4／20［木］、5／25［木］、6／29［木］、8／3［木］、
10／20［金］、11／17［金］ 
10:00-12:00  *別途2日課外活動日あり

家庭ででる「生ごみ」を「循環させる資源」と
して堆肥化し、この堆肥を使用して育った草
花でドライフラワーのクラフト雑貨を作成
する循環型園芸講座です。つきみ野自治会
まちづくり委員会の協力を得て課外活動も
行います。
対象：市内在住・在勤の成人の方
定員：16名 *定員を超えた場合は抽選
費用：3,000円（ダンボールコンポスト代1,850円

桜丘学習センター 〒242-0024大和市福田1-30-1 ◎小田急江ノ島線 桜ヶ丘駅から徒歩3分
◎開館時間 9:00-21:30 ◎受付時間 8:30-17:00 ◎休館日 4／17、12／29～1／3
渋谷学習センター 〒242-0023大和市渋谷5-22  IKOZA3階 ◎小田急江ノ島線 高座渋谷
駅から徒歩2分 ◎開館時間 9:00-21:30 ◎受付時間 8:30-17:00 ◎休館日 12／29～1／3、
毎月最終月曜日（休日の場合には前週の月曜日）
編集発行：指定管理者やまとみらい
〒242-0016 神奈川県大和市大和南1-8-1  https://www.yamato-future.jp/
発行日：2023年4月1日　*次号は2023年7月1日発行予定です

生涯学習センター 〒242-0016大和市大和南1-8-1大和市文化創造拠点シリウス6階 ◎小田
急江ノ島線・相鉄本線 大和駅から徒歩3分 ◎開館時間 9:00-21:30 ◎休館日 12／29～1／3
つきみ野学習センター 4／9まで大規模改修工事のため休館（ポラリス内に窓口を設置・開館時間
はポラリスに準じます） ［4／10～］〒242-0002大和市つきみ野5-3-5 ◎東急田園都市線 つきみ野駅
から徒歩5分 ◎開館時間 9:00-21:30 ◎受付時間 8:30-17:00 ◎休館日 6／5、12／4、12／29～1／3
市民交流拠点ポラリス 〒242-0007大和市中央林間1-3-1 ◎小田急江ノ島線・東急田園都市
線 中央林間駅から徒歩3分 ◎利用時間 Room・アリーナ・市民交流スペース 9:00-21:30／
プレイルーム・親子交流サロン・親子交流テラス 9:00-18:00 ◎休館日 12／29～1／3

大和市内 5つの学習センターの講座・イベント情報や施設の活動をお知らせする広報紙です
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目次
P1 ＞＞＞つきみ野学習センター・リニューアルイベント～つきみ野学習センターにあそびにおいで／つきみ野の文化の
散歩道／やまとみらいカレッジ     P2-3 ＞＞＞学習センターのサポーター募集中！     P4 ＞＞＞4-6月の講座

4-6月号月号
2 0 2 3

Yam
ato

M
ir

ai

4／10［月］つきみ野学習センターがリニューアルオープンします。
1年半の大規模改修工事を終えてリニューアルオープンする記念に、楽しく参加できるイベントをスタッフ一同、心を込めて
考えました。また、花壇に色とりどりの花を植えてお迎えします。ぜひ遊びに来てください。

親子で参加  
リズミック＆おやこヨガ
～シリウス屋内こども広場＠つきみ野学習センター

①おやこヨガ［0才～1才］ 10:00-10:45
②おやこヨガ［1才～3才］ 11:15-12:00
③リズミック［1才］ 13:30-14:15
④リズミック［2才］ 14:45-15:30

対象：0才～3才の子どもと保護者 *①②1才はどちらかを
選択　定員：各回先着20組　申込：4／11［火］10時～ HP・
電話・窓口 *子ども1人につき1申込み

 ▶リニューアルイベント  ▶つきみ野の文化の散歩道
つきみ野学習センター周辺にはソメイヨシノ・ウコンザクラ・八
重桜など数種類の桜が春の景色を彩っています。緑が多く春
には花が咲き乱れるつきみ野には、つる舞の里歴史資料館や下
鶴間ふるさと館、月見野遺跡の看板など、大和の歴史に触れる
文化施設があります。その中でも代表的なものをご紹介します。

さくらの散歩道
明治の初め頃に日本で最初の近代水道が
通ったことから「水道みち」とも呼ばれてい
ます。道志川から（当時の津久井郡）横浜に
水を運ぶために作られた水道の仕切弁が
展示してあります。春の桜が満開の時にぜ
ひ訪れてみてください。

月見野遺跡
つきみ野には旧石器時代・縄文時代にかけて集落があり、その
遺跡は「月見野遺跡」と名付けられました。旧石器時代の研究
において月見野遺跡の意味は大きく、「月見野以前・以後」と呼
ばれるほど、重大な発見となったのです。つきみ野地域にはい
くつか月見野遺跡についての看板があり、今でもその発掘当時
様子が残されております。この月見
野遺跡も含めた旧石器時代講座を
4月1日から5回にわたって開講しま
す。専門知識が無い方でも楽しめる
講座ですので、ぜひお越しください。

やまとみらいカレッジ  考古学でたどる旧石器ワールド
～研究の原点は大和にあり？！［全５回］
4／1・22、5／6・13、6／10［土］ 14:00-16:00
大和市月見野遺跡から始まった旧石器時代研究の現在。
会場：生涯学習センター  サテライト会場：市民交流拠点ポラ
リス  定員：先着50名   講師：諏訪間順（前日本旧石器学会副
会長・明治大学黒耀石研究センター客員研究員）   費用：2,000円
（学生半額）  申込：生涯学習センターHP・電話・窓口

A.館内見学
時間：9:00-12:00
申込：不要
*203集会室は利用者懇談会中の見学はできません

̶

B.オリジナル入浴剤をつくろう
時間：①9:30-9:50　②10:05-10:25　③10:40-11:00

④11:15-11:35　⑤11:50-12:10
対象：どなたでも *材料がなくなり次第終了
申込：当日先着受付 *希望回の5分前に直接会場へお越しく
ださい

4／10［月］

4／15［土］

つきみ野
学習センターに
あそびにおいで 

（すべて参加費無料）

（協力：つきみの自治会まちづくり委員会）



生涯学習センターで
パラレルキャリアを始めてみませんか？
パラレルキャリアとは、会社勤めなどの本業をしっかりと持
ちながら、本業以外に社会活動を行う生き方です。普段は
経験できない社会活動での学びを本業に活かし成長できる
のが魅力とされています。社会活動によって自己成長し本業
もさらに輝くようになる、具体的には普段出会えない様々な
人 と々チームを組んで主体的に課題解決を進める中で、イ
ノベーション思考・デザイン思考やリーダーシップを学べる
といわれています。家庭でも会社でもない、第3の居場所で
対等な人間関係が育めることも魅力です。始めるにあたって
年齢の遅速も関係ない、まずは試してみようという軽い気持
ちで取り組んでみられてはいかがでしょうか。

全館共通
 ▶保育ボランティア
学習センターでは、乳幼児
期の親子を対象にした事
業を行い、保護者の学びの
場、親子の交流や来館者同
士の交流、同じ年代の子ど
もを持つ保護者の仲間づく
りの場の提供をしています。
保育ボランティアの方には、親子講座の見守りや、保護
者が学習中の預かり保育、保育室事業での遊びの提供
などをお願いしています。
［活動日］不定期。活動可能日の登録をしていただき、講座

実施が決まった際にご連絡します

つきみ野学習センター
 ▶花壇の管理ボランティア
つきみ野自治会まちづくり委員会の協力を得て植付けを
した花壇の草花の管理をして下さるボランティアの方を
募集します。
［活動日］応相談（月1～2回・ご都合に合わせて）

市民交流拠点ポラリス
 ▶芝居小屋ボランティアスタッフ
毎年3月に開催している「やまと芝居小屋 in高座渋谷」。
参加者やボランティアが集まって10月頃から話し合いを
始めます。出演者以外のスタッフを「ボランティアスタッ
フ」と呼んでいますが、演劇に精通しているスタッフばか
りで、心強い存在です。
「芝居小屋」当日は受付や誘導、案内など多くの人手が
必要になります。出演者が交代しながら当日の運営を行
いますが、ボランティアスタッフの手伝いがあるととても
助かります。
ボランティアはどなたでもご参加頂けますので、演劇に

興味のある方はぜひポラリスまでお問合せ下さい。
［活動日］当日までに8回程度実行委員会を行います

（出席回数は相談可）

生涯学習センター
 ▶こどもボードゲームクラブ
ゲームリーダー
小学生に、ゲームのルール
を教えて一緒に遊んだり、
見守りをします。中学生以
上であればどなたでも。
［活動日］原則第3水曜日 15:40-17:20

 ▶講座企画委員
小中学生の保護者向けの講座を企画し、当日の運営補
助をしていただきます。講座テーマの検討、講師選定、
広報、会場設営、受付等をお願いします。
［活動日］講座実施（1-2月頃）までに、3～4回程度会議を

行います

桜丘学習センター
 ▶さくらの音楽会実行委員
市民が楽しめるコンサートの企画、準備、当日の運営補
助。音楽ジャンルや出演者の選定、会場設営、受付等を
お願いします。
［活動日］10月までに、2～3回程度会議を行います

詳しくはホームページやチラシでお知らせします

 ▶やまと絵本の会ソレイユ
読書活動推進ボランティアとして絵本の読み聞かせなど。
［問合せ先］シリウス3階こども図書館（046-263-0211）

渋谷学習センター
 ▶新まい親子のサポーター
渋谷学習センターでは、サークルしゃぼん玉とよみよみ
の会の2つのグループが、0才からの乳幼児とその保護
者を対象に、月に2回ずつ、計4回、絵本の読み聞かせ・
紙芝居・手遊びなどの活動をしています。

この活動にご興味のある方は、渋谷学習センターに連絡
のうえ、まずは見学にいらっしゃいませんか？
［活動日］「親子でおはなし会」サークルしゃぼん玉

各月第2・第3水曜日の午前中
［活動日］「ばぁばのおはなしの部屋」よみよみの会

各月第1・第4金曜日の午前中

 ▶子どもとモノづくりを楽しみたい大人たちへ
科学実験・科学工作講座（仮称）
子どもと一緒にモノづくりをするための、大人が対象の

学習センターのサポーター募集中！ 学習センターでは、事業やイベントを一緒に支えてくださるボランティアを募集しています。
イベントの企画や会場準備、当日の運営など…、あなたの力を貸してください！ 参加はおひとりから歓迎です。地域とのつながりづくりにもなりますよ。

講座です。
材料は、牛乳パックやペットボ
トルなど身近なものです。電気
や磁気・化学・物理学を応用し
たモノづくりを体験し、クリスマ
スや年末・正月に子どもや孫と、実験・工作をやってみ
ませんか。
学習センターで開催する「子ども科学講座」で、小学生を
サポートするボランティアとしての活躍の場もあります。
［講師］認定特定非営利活動法人コアネット
［日程］11／25［土］、12／3［日］、12／9［土］  全3回  *詳細が決まり
ましたら、ホームページやチラシでお知らせします

 ▶渋谷素人演芸大会  企画運営実行委員
例年3月初旬に開催される渋谷素人演芸大会の運営は、
有志の市民に支えられています。
企画や運営、舞台にたつ出演者のサポート、来場者対応
など、裏方は、大変ですがたくさんの笑顔に接することが
でき、充実した時間を仲間と共有できる場です。

毎年、9月～12月発行
の広報やまとや、大和
市内の学習センター
に配架されるチラシ
で企画・運営をする
実行委員が公募され
ます。

やまと芝居小屋 in高座渋谷とは
大和市で活動している演劇の団体が集
まり「お芝居」を披露します。定員150名
程の大きな舞台で芝居ができるため、

出演者や作り手にとっても貴重な機会となっています。

さくらの音楽会とは
毎年10月に開催している「さくらの音楽会」は、プロの演奏
家によって質の高い多様な音楽を提供することにより、地域
に音楽文化の基を創り、地域の音楽文化を振興することを
目的としています。実行委員会は、学生や学習センターの
元職員など、幅広い年齢層で構成されています。
参加した学生からは「普段関わることのない様々な年代や
地域の方と音楽を通して関わることができ、他ではできない
良い経験になった」「大変なこともあったけど、会議の時か
ら盛り上がって楽しかった。またやりたい！」との声も。元職
員ボランティアは「OBとして、自分が持っている情報の提供
や、企画から運営までのノウハウを伝えることを活動の目的
としています。学生たちが、その情報等を活かして話し合っ
たり、決定したりしてくれれば良いと考え、毎回楽しみなが
ら参加しています」と教えてくれました。


